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第２回広陵町地域福祉計画策定委員会 議事要旨 

 

日時：平成 30年８月 28日（火）14:00～ 

場所：広陵町総合保健福祉会館 ４階 中会議室 

 

１．会議次第 

１ 委員長あいさつ 

２ 案件 

（１）基礎調査結果の報告について 

・広陵町の福祉の現状（統計データでみる現状、福祉活動の状況） 

・住民アンケート調査結果速報 

（２）各種ワークショップ等の実施報告について 

（３）今後のスケジュールについて 

３ その他 

 

２．配布資料 

会議次第、資料１：地域福祉に関する地域の状況、資料２：住民アンケート調査結果速

報版、資料３：福祉のまちづくり住民ワークショップの実施について 

 

３．会議出席者 

策定委員（20 名のうち 19 名出席）：一川委員、上田委員、大藪委員、岡田委員、岡本

委員、奥西委員、歸山委員、久保知三委員、久保博委員、巽委員、藤山委員、中井委員、

中村委員、名張委員、藤井委員、古田委員、桝井委員、松井委員、渡辺委員長（50 音

順） 

事務局：福祉部長、社会福祉課長、社会福祉課員２名 

 

４．議事概要 

１ 委員長あいさつ 

渡辺委員長よりあいさつ 

２ 案件 

以下の案件について、事務局より資料の説明、その後、渡辺委員長の進行により、

質疑応答、意見交換（発言内容については「５．議事要旨」参照） 

（１）基礎調査結果の報告について 

・広陵町の福祉の現状（統計データでみる現状、福祉活動の状況） 
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・住民アンケート調査結果速報 

（２）各種ワークショップ等の実施報告について 

（３）今後のスケジュールについて 

３ その他 

事務局より次回の委員会開催時期（10月下旬または 11月上旬）と議題（計画骨子

案の検討）を報告 

 

５．議事要旨 

 

①基礎調査結果について 

渡辺委員長 

アンケート調査結果、福祉の現状の説明について、ご質問やこうした結果を踏まえた

ご意見はありますか。地域福祉活動について、足りないもの、ないものがあれば新たに

開発していくことが、地域福祉計画の論点になるかと思います。アンケート調査結果

21 ページの「地域福祉での重要な取り組み」で「身近な相談窓口の充実」が半分ぐら

いの方が選ばれていること、18 ページの「自殺の減少に重要なこと」でも「気軽に相

談できる場所の充実」が上位となっています。福祉を家に例えれば玄関のところ、相談

の入り口を充実させていくのかが重要な課題となっていると思われます。 

久保博委員 

地域福祉計画は福祉分野の４つの個別計画を横刺しするもの、住民参画を共通に考え

ていくもの、４つの個別計画の上位に立つものといったお話がありました。事務局に４

つの福祉分野の個別計画の要点を教えてほしいとお願いしており、本日、冊子を用意し

ていただきました。 

これに関連して、この策定委員会で、ここを重点にみていてほしいということ、先ほ

ど説明の中にもあった「市町村地域福祉計画策定ガイドライン」でも地域福祉の中での

住民参画を優先するといった規定があったので、個別計画で住民参画についての項目が

あるのか教えてほしい。 

もう 1点は、アンケートにもありましたが、地域の範囲をどう考えるのか。私自身で

は地域の範囲は、隣近所が地域と感じています。皆さんが「地域」をどのように捉えて

いるのかお聞きできればと思います。 

事務局 

個別計画の中に住民参画の項目があるかという質問について、総合計画の中では住民

の方にこうしてほしいといった項目はありますが、個別計画では行政がこうするといっ

た項目が中心であり、そういった項目はありません。しかし、対象者の方に社会参加を

していただくための施策は計画の中に位置付けています。 

地域福祉の範囲については、住民の方が感じている範囲、一般的に隣近所や区・自治
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会と捉えていますが、事業の内容によっては、もう少し広い校区ごとで行うといった捉

え方もでてくると考えています。内容によって地域の範囲が広がるものもあるかと思い

ます。 

渡辺委員長 

地域の範囲ですが、厚労省の地域福祉に関する報告書の中では地域は重層的なものと

して位置付けられています。隣近所で何をしていくのか、区・自治会で何をしていくの

か、小学校区、中学校区単位で何をしていくか、小学校・中学校区になると公民館や集

会所など拠点となる場所が課題としてでてくると思います。地域で何をしていくのか重

層的なものとして捉える必要があると思います。広陵町では、住民の助け合いの中で対

応する取り組み、中学校区単位で拠点整備を含めた専門性のある取り組みなど、地域の

範囲を焦点に充てて考えていく必要があるのではと思います。 

他にご質問、ご意見があればと思います。では次の案件についてお願いします。 

 

②各種ワークショップ等の実施報告について 

事務局 

職員ワークショップについて中村委員から報告をお願いします。 

中村委員 

まちづくり政策監の中村です。職員ワークショップに参加した経緯から本日報告させ

ていただきます。職員のワーキンググループを組織し、これまで第１回を７月 31 日、

第２回は８月 27日の２回実施しています。福祉部門の職員だけでなく庁内横断的な 16

名のメンバーで編成し、議論をしています。第１回では地域福祉計画に関する共通認識

を持つため、「我がまちの地域福祉デザインと地域活動支援について」として、何がで

きるのかフリートーク的に検討を行いました。また、第２回では「地域福祉における住

民と行政との連携について」として、行政は何をして、地域で何をしてもらうかといっ

た議論を進めました。 

地域福祉計画、自殺対策計画策定に関して、各部署が実際に抱えている事務事業につ

いて、その事業が地域福祉計画に関連するのかどうかの洗い出しを始めました。また、

自殺対策計画に関しては事務局から提供された事業一覧に基づき、各担当課の事務事業

を整理して、何ともない施策も自殺対策に関連するかどうか、例えばパンフレットの作

成事業がありますが、自殺対策を掲載すれば関連する事業になるといった発想から網羅

的に整理を進めています。各事業を実際にやっているのか、関連しているのか、どの部

署がするのかといった洗い出しに着手しました。 

私からワーキングにお願いしたことは、地域福祉の概念はあやふやなとこもあって、

捉え方によってはかなり広くなってしまい、議論が拡散してしまいます。そのため定義

を整理した上で議論してもらうようにしています。ポイントとしては、地域福祉におい

て行政はどこまでやるべきなのか明確にしていきたい。地域福祉を進めるためには行政
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だけであるのか、住民も協力していくのかで違ってくる。私の考える福祉は行政の予算

範囲の中だけで提供するという概念ですが、地域の方の協力があれば税金を使う以上の

福祉が実現できる地域になるのではと思う。職員としてもやりたいと思っているが、予

算がないとできないこともある。できない部分もやれるとはいえないので、行政がやる

べきことをきちんと線を引く議論を進めてほしい。どこまで行政であるのかきちんと説

明することが必要であると思う。計画を策定だけではなく、実行できるよう細かいとこ

ろまで議論してほしいとお願いしています。 

高齢者福祉や障がい者福祉など制度が想定している福祉はできるが、障がいがあると

認定されないものの困っている方がいます。こうした方をどう把握して、どう行政が対

応していくか、そうした対応をしていくかどうか、こうした救済されにくい対象も議論

していくようワーキングに参加している職員にお願いしています。 

第２回のワーキングでは民生委員との連携が議論になりました。民生委員の方は地域

の情報を多く持っていて、活動範囲も広い。地域福祉のキーマンになりますが、様々な

活動との連携がとれているかどうか。福祉だけではなく防災対策や安全対策もあるので、

民生委員の負担も考えて、どこまで連携できるか議論がでてきました。職員側としても

参考になりますので、この会議の中でも委員の皆さんに議論いただければと思います。 

ある程度議論が進んだ段階で、会議に資料を提示しますので、また議論いただければ

と思います。 

事務局 

ありがとうございました。民生委員でのワークショップ結果について藤山委員から説

明をお願いします。 

藤山委員 

８月７日の民生委員定例会でワークショップを実施しました。ワークショップを始め

る前に渡辺委員長から地域福祉計画の大枠、ワークショップの意義についてご説明いた

だきました。その後、それぞれの校区に分かれて、どんな地区をつくっていきたいかを

テーマに話し合いました。安全で安心して暮らせることを目標に活動していることが、

どの校区でも共通の目標として挙げられました。 

また、見守り、配食・安否確認など民生委員が取り組んでいる活動について、今後の

問題点の発掘をしてきました。民生委員と行政の連携、民生委員もその地区の住民なの

で地域の身近な課題、大雨、地震など防災や安全に関する問題、要援護者の避難に関し

て避難経路や避難場所への移動の問題など行政と連携をどうしていくか。民生委員の役

割、地域福祉委員の役割など計画策定の中でどのように盛り込んでいくのか、明確にし

ていかなければならないと思いました。 

ワークショップとは離れますが、今回のアンケートで民生委員、地域福祉委員の認知

度が低い結果となっており、民生委員の方はそれぞれ一生懸命活動していますが、それ

が一部の人にしか伝わっていないことが、悩まされる点であると感じました。 
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事務局 

ありがとうございました。以上、報告になります。 

渡辺委員長 

職員ワークショップ、民生委員ワークショップの報告をいただきました。中村委員、

職員ワークショップについて手ごたえ、感想はいかがでしょうか。 

中村委員 

職員は何かやってあげたいという意識が高いが、行政は担当が縦割りになっているの

で、自分では必要性は感じているが、実施できないこともある。また、福祉の定義と領

域が決まっているようで決まっていないため、職員が迷う点となっています。今回の計

画策定で範囲が明確になれば、説明や対応がやりやすくなり、職員が動きやすくなると

思います。 

渡辺委員長 

先ほどの地域の範囲ともかかわってきますが、中学校区の範囲から行政がかかわって、

それより身近な範囲では住民がといった関係かと思いますが、範囲との関係ではいかが

でしょうか。 

中村委員 

町では地域担当職員制度を始めており、自治会単位で対応しています。自治会単位で

は動きにくい点もあるので、場合によっては小学校区単位、中学校区単位まで広げる必

要があると思います。また、防災関係では、地勢上、町の西と東で安全性が異なってい

るので、委員長のご指摘の通り、対応は重層的になると思います。施策によって範囲を

明確にしていかなければと考えます。 

渡辺委員長 

ありがとうございました。藤山委員はいかがでしょうか。認知度の低さも懸念されて

いましたが。 

藤山委員 

どこまでやるべきなのか悩んでいる民生委員が多くいました。民生委員が解決につな

げていく相談できる場所、どう協力者を出していくか、横割りで総合的に判断できる場

所、そういったことが明確になれば協力体制がとりやすいと思います。そういったこと

が分かれば職員と同様に民生委員も意欲はあると思います。一緒に何かをしたいという

意識はすごくあるので、避難を手助けしている民生委員の方もいますが、車に乗せたり、

避難などかかわっていくと責任問題もあるので、難しい面もあると思います。 

渡辺委員長 

これまでの話で何かご意見があれば。 
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古田委員 

職員ワークショップの話であったが行政は縦割りで、住民からみても忙しい部署とそ

うでない部署の差を感じることもある。災害の際には特にそうですが、柔軟性を持って、

職員の方が助け合えるようにしてほしい。 

渡辺委員長 

他にご意見があれば。 

大藪委員 

私もかつて民生委員をしていたが、その時に比べると民生委員がやや消極的な気がし

ます。もっと民生委員が区長、自治会長を取り込む、利用していただいて、情報を引き

出していただければと思う。区長、自治会長が知っていれば、他の役員にも話をつなげ

るし、民生委員の認知度も上がると思います。 

また、昨年、町が各地区のコミュニティカルテを出されたが、聞き取り調査の聞き方

など地域担当の職員に差があるように感じています。担当の職員がきちっと認識されて

いるのか思ったこともあったので、もう少し調査の精度を上げれば素晴らしい結果がで

てくると思います。 

中井委員 

現在、ふれあい・いきいきサロンが 15 か所で開催されていますが、もっと多くの地

域でスタートできるよう、地域の役員会の中で提議していきたいと思います。 

広報で年１回周知されているが、地区担当の民生委員の名前が知られていない自治会

もあると思います。私の地区では月１回の地区の会議に民生委員も加わっており、絶え

ず、普段からの地域とのかかわりが必要ではと感じています。回覧などもっと周知を図

っていく必要があると思います。 

渡辺委員長 

職員ワークショップでも民生委員と連携が課題で挙げられていましたが、民生委員と

の連携は大きな柱となる具体的な課題だと思います。校区ごとのワークショップでもこ

うしたテーマが議題に挙がればと思います。大阪府では民生委員の活動を評価するため

「民生委員活動のみる化プロジェクト」を実施していました。そういった趣旨がこの計

画の中にも盛り込まれてもよいと思いました。他にご意見、ご質問はありますか。 

桝井委員 

アンケート調査結果で「支え合い活動の必要性」がありましたが、必要だと思う方が

多数を占めているので、ボランティアポイント制度といった仕組みがあれば、助け合い

の幅が広がると思います。 

渡辺委員長 

町ではそういった仕組みは現在はないということですが。 
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桝井委員 

行政がかかわって、民間と一緒になって組織的にきちんとした仕組みをつくって、活

用できるようにしてほしい。 

渡辺委員長 

天理市では介護に関してボランティアポイント制度があります。メリット、デメリッ

トはありますが、広陵町版を検討されてもよいと思います。 

歸山委員 

これからの課題として、民生委員の会議や自治会の会議を一緒に行って、そういった

問題点を話し合えればよいと思います。自治会の介入率はそれぞれの自治会で異なり、

そういった課題を全体のグループ討議でしてはどうかと思う。 

私も介護体操で高齢者福祉に携わっている中、民生委員は個人情報保護の問題がある

ので出せないこともあるが、地区ごとの問題がある。地域担当職員には親身に話をして

いただいたし、区長、地区担当職員、民生委員含めて話し合えば問題が明確になってい

くのではと感じる。 

中村委員 

地域福祉計画の策定を通じてこうした課題が浮き彫りになってきた。それぞれの組織

を連携させて、地域の組織をどうしていくかの会議も必要と考えます。 

渡辺委員長 

今のお話について、今後のスケジュールに関連しますが「福祉のまちづくり住民ワー

クショップ」について事務局から説明をお願いします。 

事務局 

資料３に基づき福祉のまちづくり住民ワークショップを校区ごとに９月に開催する

ことを説明。 

渡辺委員長 

ありがとうございました。今回、小学校区ごとに住民ワークショップを開催するとい

うことです。住民ワークショップについてご意見をいただければと思います。 

大藪委員 

開催することを自治会、民生委員に周知をしているのでしょうか。 

事務局 

各自治会長あてに周知しています。 

渡辺委員長 

ワークショップの内容に関してはいかがでしょうか。 
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大藪委員 

社協、ボランティア団体が一堂に会する機会がこれまでなかった。社協の取り組みと

して、ボランティアから入っていってはどうかと考えるが。 

渡辺委員長 

自治会もあるが、ボランティア活動の活性化には必要だと思います。民生委員との連

携や評価などが具体的な課題ですが、他に何かありますか。 

久保博委員 

民生委員の認知度が想像以上に低い結果となっていましたが、昨年度、民生委員制度

100年ということで、藤山委員が中心にまとめられて、記念誌を出していました。その

中で、大字ごとに１名から３名の民生委員がいて、校区ごとに民生委員がどのように活

動しているかといった記事が掲載されていましたが、住民懇談会などで披露して、民生

委員の連携をどうしていくかの議論に活用されたらと思います。 

住民懇談会の規模を大きくして、住民参加の一環として、住民集会として、そういっ

たものをつくっていくことか必要なのではと考えますが。 

中村委員 

現状、住民懇談会は町長から住民への説明が中心となっています。 

久保博委員 

住民からの提案の場にはなっていない。 

中村委員 

一方的な説明の場ではなく、意見交換の場ということですよね。 

久保博委員 

住民懇談会の結果は町広報で周知されているのでしょうか。 

中村委員 

掲載されてはいいません。 

久保博委員 

住民懇談会の開催については。 

事務局 

町広報には掲載されてはいません。 

奥西委員 

各大字単位の要望に応じて懇談会を開催し、大字単位で独自に周知しています。 

久保博委員 

理解を広げるためにも民生委員の活動について、もっと周知してはどうか。 



9 

大藪委員 

民生委員に関して年１回広報しています。 

久保博委員 

大字での民生委員が誰か年１回、町広報で掲載していますが、それ以上の掲載が必要

では。広報紙の紙面の都合もあるかと思いますが、周知が１回だけというのは。 

事務局 

その他、各地の総会で周知していると思います。 

久保博委員 

民生委員の存在のＰＲというか、活動内容の周知をすれば、連携の幅が広げられるの

ではと思う。 

事務局 

民生委員強化週間がある月に出す可能性はあると思います。街頭のティッシュ配布で

民生委員の活動の報告など。 

大藪委員 

民生委員の任期は３年間なので、町内の掲示板で民生委員を周知してはどうでしょう

か。 

渡辺委員長 

民生委員に限らず、アンケート調査結果では情報提供の充実が望まれている結果にな

っています。様々なアイデアを出す必要がありますが、様々なレベルでの情報提供方法

を検討していく必要があると思います。重要な論点・課題だと考えます。ワークショッ

プの内容について他にご意見がありますか。 

岡田委員 

災害時避難行動要支援者名簿作成について、法で町長が作成しておかなければならな

いとされており、環境・安全安心課の所管かと思いますが、実際には社会福祉課がつく

るのでしょうか。名簿について、平常時は本人同意がないと提供できないが、災害時は

同意なしで自主防災会に提供することができる。その辺の整理も含めてワークショップ

で漏れがないようにしてもらえればと思います。 

中村委員 

社会福祉課に要支援者名簿が整備されています。 

事務局 

名簿に関して対象者のリストアップはしており、年１回更新しています。本人の同意

については、自主防災組織で名簿の提供を受けた場合にどのような活動をするか、個別

計画をつくっていただくことが前提であり、自主防災組織が見守りや避難などどのよう
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な活動をするのかが明らかでないと本人の同意をいただきにくいため、現在止まってい

る状態です。 

岡田委員 

社会福祉課が中心なのか。 

事務局 

環境・安全安心課と調整中です。 

中村委員 

明確化されていない部分があり、また、現場での確認が難しいため緊急に対応すべき

課題の１つです。 

上田委員 

地域福祉計画には幅広い分野のことがありますが、社会福祉課の担当以外の課題につ

いては、縦割り行政の中でどの部門が担ってくのか、部署外の部門との管理運営に関す

る組織図が地域福祉計画の中にどう入ってくるのか教えていただければと思う。 

中村委員 

町の組織では部長の上は副町長と町長になるので、統括は町長、副町長になります。

どこにも所属しないものは、ケースによりますが、できるだけ担当を明確にしていきま

す。 

上田委員 

調整する会議はあるのでしょうか。 

中村委員 

必要があれば、組織上、幹部会があるので、その中で意見調整していきます。 

渡辺委員長 

全体をとおしてご意見があればお聞きしますが、なければ最後にその他について事務

局からお願いします。 

事務局 

今後のスケジュールですが、基礎調査結果や様々な会議での意見を整理し、地域福祉

計画の骨子案をとりまとめ、10月下旬から 11月上旬に策定委員会の開催を予定してい

ます。また、必要に応じて職員ワーキングを開催し、結果は本会議で報告させていただ

きます。 

 

―――終了――― 


